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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2017 年 4 月 20 日 

元ヤン美容師が神奈川の美容業界活性化に一役！ 

「子育てブランクママ美容師支援プロジェクト」スタート！ 

仕事を離れたママさん美容師に現場復帰のプログラム提供 

 

この度、美容師専門の人材紹介サイトを運営する株式会社美キュート（神奈川県中郡

二宮町二宮 831：代表取締役 石井潤一氏）は、結婚や出産、その他の事情で休業して

いる美容師有資格者の女性の現場復帰をサポートする取り組み『子育てブランクママ美

容師支援プロジェクト』を４月 20 日より神奈川県下で本格スタートさせます。元美容

師のみなさんが、つらい修業時代を乗り越えて手にした大切なキャリアを、慢性的な人

材不足に悩む美容業界に繋ぐことで win win の関係、また女性活躍の場創出を目指し

ます。 

 

【美容業界が抱える課題】 

2015 年 3 月末時点の美容所数は 23 万 7525 施設で、前年より 1.5％の増加となっていま

す。しかしながら、美容師の労働環境は長時間労働、低賃金、育児休暇等の福利厚生も充実

しているとは言えず、結婚や出産を機に離職するケースが多くみられます。それゆえ美容業

界は慢性的な人材不足に悩んでおり、75 万人と言われる美容師の資格を持ちながら働いて

いない潜在美容師に職場復帰してもらおうと職場環境の改善に取り組む美容所も増えてい

ます。 

※厚生労働省 美容業概況より 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/seikatsu-

eisei/seikatsu-eisei03/06.html 

 

【子育てブランクママ美容師支援プロジェクトの発端】 

石井社長は人材紹介サイト運営の他に実際に神奈川に 2 店舗、静岡に 2 店舗美容室を経

営しています。これまでやってくる中で、やはり苦労したのがオープン当初の求人募集です。
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当時、コストをかけて広告を出してもほとんど集まらない状況が続きました。その時手弁当

で始めたのが元美容師向けの技術講習会です。現場復帰したくても技術に自信がない、今更

長時間労働は無理等々、元美容師の方々が現場復帰できる環境を作ることから始めました。

復帰した美容師が好きな時間を選んで働けるよう、業務委託型の店舗やブランクが有る美

容師さんもすぐに働ける、カラー専門店をオープンさせました。これらの取り組みが今回の

プロジェクトの元になっています。 

 

【子育てブランクママ美容師支援プロジェクト詳細】 

まずは元美容師のブランクママさんに美キュートの人材サイトに登録いただきます。電

話でヒアリング後、スキルチェック（費用はスキルチェック 5000円とウイック＆教本だい

5000 円の計 1 万円ですが、就職祝い金 1 万円を贈呈することから「ブランクママ美容師」

の実質負担は交通費のみ）を行いそれぞれの状況にあったスキルアップ講座を計画します。 

■スキルアップ講座（木曜日 PM１９：００～２１：００の 2時間） 

・内容は教材本などを使ってのチェックやヒアリング。 

■実店舗での体験入店（昼間の２～３時間を予定） 

  

【これからの展望】 

石井社長は、若いころやんちゃして高校へは行かなかったそうです。そんな石井社長を育

ててくれたのは美容業界でした。そんな業界に恩返ししたいという気持ちと、せっかくの資

格を活かせていないママさん美容師の方々を活躍させたい。その思いです。今後美容師がも

っともっと多様な働き方ができるよう、今回のプロジェクトへの賛同者を募ると共に、新業

態の開発や美容師の専門性の追求等々手掛けていくとのことです。やはり一人では限界が

あります。この業界の仲間と一緒になって取り組みを推進したい。「美容師って最高の仕事

だよ」と笑顔で語る石井社長のこれからにご期待ください。 

 

【会社概要】 

会社名：株式会社美キュート  

代表取締役：石井 潤一 

所在地：〒259-0123 神奈川県中郡二宮町二宮 831                  

連 絡：0120-94-8838 

 

                          

 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫  2017年 5月 9日 

横浜発！この夏“ウェットティッシュ男子”注目のアイデア商品！ 

男性用コスメポーチ！『コロン ウェットティッシュバッグ』新発売！ 

～夏祭り、アウトドア、育児に「イクメン・モテ男子」必携のアイテム～ 

 

有限会社光巨プロジェクト(本社:横浜市中区 代表取締役:土屋光巨)は、Made in 

japanの新 バッグブランド「corom(コロン)」より、近年、増殖傾向にある、美容や清

潔に関心の高い男性向けコスメポーチ『コロン ウェットティッシュバッグ』を５月

１５日より当社WEBサイトで販売を開始する。「美容男子」「コスメ男子」「化粧ポ

ーチ男子」等々、汗や臭いに敏感な身だしなみを気にする男性、また育児に積極的に

参加する男性向けに、必需品のウェットティッシュを簡便に取り出せる特許構造をも

った新商品。パパ向けの出産祝いに、花火大会の浴衣着用時ポーチにと多様な用途に

対応する。 

 

【開発の背景】 

・美容、清潔、臭い等に敏感な身だしなみを気にする男性が増えていることを背景

に、男性化粧品・スキンケア市場が伸びているが、それに対応するポーチがない。 

・男性用に育児が楽しくなるような出産祝いのプレゼントが市場に見受けられない。 

・夏祭り等で男性が浴衣を着用時に、違和感なく気軽に持てるバッグがない。 

 

【商品の特徴】 

・ウェットティッシュを瞬時に取り出せるよう、バッグの扉裏面に取り出し部分を露

出させている。ティッシュが乾きにくく、カンタンに取り出し可能な「特許機能」

を搭載。 

・男性が楽しみながら育児に参加できるようとの思いが評価され、OMOTENASHI 

Selection(おもてなしセレクション)2017を受賞した。 

・従来の針と糸で縫う製法ではなく、直接素材同士を圧着させる製法。縫い目の無い

気密性、防水 性に優れた、柔軟で丈夫な製品となっている。 
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・デザインはデジタル印刷技術による多彩なバリエーションを用意。 

・ウェットティッシュを大量に使えるよう「大容量ウエットティッシュ(おしりふ

き)」が詰め替えできる専用設計。 

 ※多種多様なウェットティッシュの中でも、赤ちゃん用のものが肌にもやさしく、無香料ノンアルコールで

コストパフォーマンスもよい。 

・花火大会やフェス等、アウトドアで過ごす機会の多いこれからの季節、レジャーシー

ト、虫よけ、折り畳み傘、扇子、デオドラントローション他、 彼女も喜ぶ、モテアイ

テムを一つに収納可能。 

 

【製品開発への想い】 

私たちは市場の変化に素早く対応できる小さなファブレスメーカーです。強みは、

グッドデザイン賞やキッズデザイン賞を受賞した"デザイン力"と、創意工夫を凝らし

て生み出した特許や意匠な どの"アイデア力"です。今までに無かった「新しい価値」

を生み出すことを目標に掲げています。 

※未来に向けて成長を志向する『横浜知財みらい企業』として横浜市からも認定・支援されています。 

 

【商品概要】 

・寸法150×210×70mm ／重量:約138g／●素材:PVC(一部にコットン、紙を使用) 

・価格:2,700円 ～ 4,800円(税別) ※価格はモデルにより違いがあります。 

・OEM 対応：企業様オリジナル、ノベルティ、ギフト商品向けに、新製法とデジタル機能を融合させ小

ロットでタイムリーな生産も可能です。 

 

【会社概要】 

会 社 名：有限会社光巨プロジェクト 

代   表：代表取締役 土屋 光巨 

所 在 地：:神奈川県横浜市中区新山下1-5-4 

販売サイト：コロン公式通販サイト http://corom.co 

 

 

 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫  2017 年 6 月 12 日 

鎌倉発！飲み込んでも安全、天然成分モンモリロナイト使用 

犬用歯磨き粉『犬の歯キレイ』本格発売開始！ 

～犬の長寿社会到来に対応する口腔ケア商品登場～ 

 

この度、『みんなの“うれしい”を形にする』を理念にウェブメディアを運営する 株式

会社BCHS（ビーシーエイチエス：神奈川県鎌倉市玉縄1-10-10 代表取締役 布施川 宜

伸）は、天然成分モンモリロナイトを主成分とする安心・安全な犬用歯磨き『犬の歯キレ

イ』を６月より自社ウェブサイトに加え、ペットサロン等で本格的に発売を開始します。

ペットの長寿化が進む中、愛犬の健康寿命を守る新たな口腔ケア商品としてご注目くださ

い。 

 

【商品開発の経緯】 

『犬の歯キレイ』は代表の布施川氏と取引先の愛犬家との会話から生まれました。 

「毎日つかえる 安心・安全な犬用歯みがきが欲しい！」愛犬家は市販の歯磨き粉は天

然性分のものが少なく、自分も使えるような本当の意味で安心な歯磨き粉はないか探し

ているとのことでした。布施川氏は他の愛犬家にもリサーチを広げ、多くの飼い主がそ

のことに悩んでいることに確信を持ち、知り合いの化粧品製造認可工場と相談しました。

何度も試行錯誤と試作を重ね、今回の商品化に成功しました。3 月 30 日（木）からテス

ト発売を開始し、ドッグイベントの会場と自社通販にて累計500本の販売を達成しました。 

 

【犬の歯キレイ】 

『犬の歯キレイ』は、天然素材「モンモリロナイト」を主成分に、研磨作用や漂白作用

が無く、無味無臭、無着色、pH 値にまでこだわった安全性の高い商品です。モンモリロ

ナイトは超微粒子粘土で、顕微鏡で見ると層状になっています。層が汚れや臭いを包み込
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み、吸着する性質があり、また、柔らかく超微粒の為、歯のエナメル質を傷つけません。

すでに表面が傷ついてしまった歯にも優しい成分で、水を抱え込み、膜を形成するコーテ

ィング効果があります。歯の表面がつるつるになる為、汚れが付きにくくなります。 

 

【愛犬の健康寿命を１日でも長く】 

「犬の歯キレイ」は人の子供が使用しても安心・安全な成分で出来ています。飼い主様自

身の歯みがきとして使って頂き、高い洗浄効果や、磨いた後のスッキリ感、そしてモンモリ

ロナイトの特徴の一つでもある、コーティング作用によるツルツル感を体感してください。

犬も人間同様、高齢化社会です。１日でも長く健康で生きられるよう是非お使いください。 

 

 

 

 

 

 

 

【商品情報】 

■ 商品名：犬の歯キレイ  

■ 発売日：2017 年 6 月 1 日 

■ 価格： 1,000円（税込） 

■ 容量：10ｇ （約 20～40 回分 犬種や大きさによって異なります） 

■ パッケージサイズ 18×11×1(cm) 

■ 販売ルート：通信販売、 ペットサロン、ペットショップ 

 

【会社概要】 

会 社 名：株式会社BCHS（バッカス） 

代   表：代表取締役 布施川 宜伸 

所 在 地：:神奈川県鎌倉市玉縄1-10-10 

ウェブサイト：http://www.inunoha.com/ 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 

 

加工前のモンモリロナイト 密閉容器に入っています。 中身はペースト状。無味無臭

無着色 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫  2017年 6月 12日 

鎌倉発！IT（アイティー）弁理士が商標登録のビッグデータを可視化 

商標をビジネスに活かすハンドブック『商標未来図・鑑』無料公開！ 

～商標登録の取り方で、あなたの会社の未来が変わります～ 

 

この度、将星国際特許事務所（神奈川県鎌倉市扇ガ谷 1-8-9 代表：弁理士 渡部 仁）

は、商標登録のビッグデータを分析し可視化することで、誰しもが会社や自分のビジネスの

成長を予想しながら戦略的に商標登録を取得する為のハンドブック『商標未来図・鑑』を 6

月 20日より無料で一般公開します。知財に特化した部門を置けない個人事業者や小規模事

業者にとって、知財戦略の頼もしいガイドブックとなります。ぜひともご注目ください。 

 

【開発の背景】 

渡部弁理士は理系の大学でソフトウェア開発などを専攻していた異色の弁理士で

す。小規模事業者の知財戦略を支援する中で、先を見ない商標出願では、将来の事業

展開までカバーすることができず、費用・機会的損失を与えかねないと痛感したとの

ことです。そこで特許庁が発行する商標登録のビックデータを分析し、商標登録の仕

方で未来の事業拡大を予測するシステムを独自に考案しました。基本特許を6件取得

し、自らシステムを開発、商標の未来予想図を描くシステムという意味を込めて「商標未

来図」と命名しました。実際にクライアントとの打ち合わせの際に活用したところ、「事

業の将来が可視化され、自社の成長をイメージできる」とクライアントからも非常に好評

でした。 

 

【商標未来図・鑑の詳細】 

今回の『商標未来図・鑑』は、「商標未来図」の分析結果を一覧にまとめたハンドブッ

クとなります。 

例えば、初めて商標を取る場合、『商標未来図・鑑』を使えば、現在取り扱っている商

品だけでなく、将来取り扱う可能性のある商品を参照できます。将来の商品が分かるの
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は、自社よりも業界で先行している企業の商標登録を参照しているからです。したがっ

て、スタートアップ時の商標登録の出願においてこれらの商品を含めれば、将来までカバ

ーした商標登録が可能となります。それに、１つの商品についてだけ商標登録する場合と

比べ、同じ費用で広くカバーできる場合が多いのです。備えあれば憂いなし。自社の事業

方針と照らし合わせ、将来の可能性を具体的に検討できます。 

 

例：[アパレルブランドの場合] 洋服 → バッグ → 靴 → 名刺入 → 香水 

  ※ポイント：アパレルブランドであれば洋服以外の商品についても商標登録されて 

います。それが事業拡大の未来予想となります。商標登録を分析すれば業界の未 

来とあなたの会社の未来が見えるのです。 

 

【今後の展望】 

渡部氏は、今回の『商標未来図・鑑』の公開が、地域ブランドの活性化と育成につながり、

1 社でも多くの中小企業に資することができればと抱負を語ります。目指す形は地方から、

全国へ。古都鎌倉の地から、日本を元気にする活力の一助となってくれればと意気込んでい

ます。 

 

【商品概要】 

商品名：『商標未来図・鑑』 

価 格：無料公開 

※６月２０日公開のURL 

http://shousei-tm.com/miraizukan.html 

 

 

 

 

 

【会社概要】 

会 社 名： 将星国際特許事務所 

代   表： 弁理士 渡部 仁（登録番号：15515） 

所 在 地： 神奈川県鎌倉市扇ガ谷1-8-9 鎌工会館ビル202号 

連 絡 先： 0467-73-8540 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

 

≪NEWS RELEASE≫  2017年 6月 15日 

朝焼きの手作りクッキー２０種類を大和地域の皆様へ！ 

朝焼きクッキーのお店『Cookie&Cake MYRTE (ミルト)』オープン 

～普段使い、飾らない、焼きたてをコンセプトに創業の夢かなえる～ 

 

この度、大和市福田に朝焼きクッキーのお店『Cookie&Cake MYRTE (ミルト)』（神

奈川県大和市福田 2082 代表 二瓶司穂子氏）が 5 月 3 日にオープンしました。朝焼

いたクッキーのおいしさをみんなに伝えたいと、女性一人で長年の夢をかなえたのです。

オープンから 1か月、地域でも話題のお店としてファンやリピーターが生まれ、彼女の

想いに共感の輪が生まれています。 

 

 

【オープンまでの経緯】 

学生時代からお菓子やパンを作る仕事だけが夢だった二瓶さん。食物系の短大卒業後、地

元愛知のパン工房での修行、それだけでは飽き足らず、１人神奈川県に出向いて、ル・コル

ドンブルー東京校で学びながら洋菓子の製造卸売業、またフランス菓子店等で修行を積み

ました。職人の世界でつらいこともたくさんありましたが、夢のために頑張れたそうです。 

 

【お店の特徴】 

お店のコンセプトは、「主婦が気軽に日常の３時のおやつを買ってくれるような普段使い

のお店」としました。本日焼き全品５０円とし、定番のプレーン、サブレショコラ、チョコ
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チップ、アールグレー、ココナッツ、コーヒー、ガレットブルトン、フロランタンからゴマ

ゴマ、グラノーラココアなどの日替わりあり。フィナンシェも朝焼きします。それらに香料

は一部にしか使わず、素材の味を一番に引き出すそれぞれの焼き加減を大切にしました。特

にフィナンシェの焼きたては食感もいいのでオススメです。 

 

【今後の夢】 

二瓶さんは、とにかく作りたいお菓子がたくさんあるといいます。そのお菓子は少し変わ

っていて、言葉で説明しづらいですが、美味しくて楽しいお菓子です。決して自己満足では

なく、消費者目線で、こんなお菓子いいねと思ってもらえるお菓子が目標です。お菓子はお

腹の足しだけじゃなくて、気持ちを上げることが出来る大切なもの。そこを目指していきま

す。オープンして 1ヶ月、お客様からうれしい言葉を多々頂いてます。本日焼き 50円を定

着させ、色々なお菓子を季節毎、イベントごとに出していきたいです。1人でやるには限界

がありますが、今は製造も接客も自分でやりたいです。お客さんとの何気ない会話が私のエ

ネルギーかもしれません。 

 

 

 

【店舗概要】 

店舗名：Cookie&Cake MYRTE (ミルト)  

所在地：242-0024神奈川県大和市福田 2082 

代 表：二瓶 司穂子 

連絡先：046-204-5391 

携 帯：09057521271 

メール：delightats@gmail.com 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫  2017年 6月 15日 

銀座の味を川崎・武蔵新城で 42年、名店『すし勘』女将がナビゲート 

新サービス！『はじめてのカウンター』 

～大人の証、あなたのカウンターデビューを最高の瞬間に～ 

 

この度、銀座の味を川崎で 42 年、すし勘本店の武蔵新城店（神奈川県川崎市中原区

新城 4-4-2 代表：澤本 秀昭）では、昔ながらの寿司屋のカウンターで食べることの

楽しさや寿司文化の魅力などを、若いカップルや女性客等に伝える取り組みとして、新

サービス『はじめてのカウンター』を 6月 27日（火）よりスタートさせる。名物女将

がナビゲーター役として敷居が高いと思われている寿司屋のカウンターをいかに楽し

んでもらうかにチャレンジ！どうぞご注目ください。 

 

 

【取り組みの背景】 

平成 23 年度生活衛生関係営業経営実態調査によると、小規模の寿司店が苦境に立っ

ていることがわかる。従業員数が 1～4人の寿司店は平成 16年事業所数が全国で 23,820

か所あったものが、平成 21 年には 18,151 か所と約 24％減少している。一方、従業員

数が 50人以上の大規模店は平成 16年、358か所であったものが、平成 21年には 997

か所と約 3倍弱と大きく店舗数を伸ばしている。昔ながらの寿司店が減り続け、大型チ

ェーン店ばかりが増え続ける状況をなんとかしたい！そういう思いから個人店の寿司

屋の魅力を再発見してもらおうとこの企画を考えた。 

 

【すし勘の歴史】 

 銀座の名店「勘八」で店長だった親父さんは、独立した際に「勘八」の「勘」の字を

もらい「すし勘」としてお店を出店。銀座の味を気軽に安価で地域のみなさんに味わっ

てもらおうと昭和 49 年 6 月 27 日に武蔵新城に 7 坪のお店からスタート。東京や横浜
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からもたくさんのお客様にお越しいただき、時には 2時間待ちになるほど繁盛した。昭

和 54年 8月に現在の場所に移転し今のすし勘となる。宮大工の棟梁が技をこらした店

内は細部にこだわりがあり、人気の一つとなっている。 

 

【サービスの詳細】 

・今では手に入らない節なしの天然ヒノキを使ったカウンターにお席をご用意します。 

・完全予約制によるおまかせコース・・・職人が旬の魚を中心に最高のおもてなし。 

・女将さんのナビゲート・・・職人との会話、職人の技、おいしい食べ方にいたるまで 

              懇切丁寧にナビゲートする。 

・1日 3組（カップル又は女性の 2人組）、平日（火・水・木・金）限定。 

・『はじめてのカウンター』チャレンジ記念の女将オリジナルお品書きと中瓶ビール 1

本プレゼント。 

 

【取り組みへの想い】 

 「寿司職人は役者でカウンターが舞台なんです」女将さんは寿司店の魅力を一言でこ

う説明する。職人の磨かれた手さばき、お客への気遣い、粋な会話、こういったものを

いかに味わってもらえるか。日本の寿司文化を守っていく取り組みとも言えます。2020

年には東京オリンピックがやってきます。日本の文化を世界に発信するいいチャンス。 

女将さんの小さなチャレンジが日本の寿司文化を守っていきます。 

 

【お店情報】 

店 名：すし勘本店 武蔵新城店 

所在地：神奈川県川崎市中原区新城 4-4-2 

電 話：044-755-3518 

代 表：澤本 秀昭 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫  2017 年 9 月 14 日 

川崎から世界へ！台湾、中国から次々オファーの可愛い動物たち 

目指せ日本のディズニー！『POETIC』グッズが人気！ 

SNSで広がる顧客（ファン）とのつながり 

 

株式会社ニックナック（神奈川県川崎市麻生区王禅寺西1-2-6：代表取締役 國原敬

正）が生みだした可愛い動物たちのキャラクターブランド『POETIC』グッズがSNSを使

って顧客（ファン）と交流しながら人気を集めています。最近では台湾や中国の企業

からも取り扱いの依頼が来るなど、その勢いは海外にも及んでいます。「目指せ日本

のディズニー！」を合言葉に川崎から生まれた小さなキャラクターブランドの世界に

向けたチャレンジにぜひともご注目ください。 

 

【個性的なキャラクター達】 

 POETIC のキャラクターたちは、・2005 年、誰かの励みになるような、パッと気持ちが明

るくなるような、そんな商品を作りたいとの思いから生まれました。明るく朗らかな黒猫グ

レースを中心に、全 17 種類の個性的な動物たちが登場します。それぞれの性格をもとに、

詩を読んだり、つぶやいたり、愚痴を言ったり、笑ったりと SNS を通じて顧客（ファン）

とコミュニケーションを取りながら主に、バッグやポーチ、母子手帳ケースなど子育て中の

ママさん達に人気となっています。 

 

【SNSを使ったファンとの交流】 

 キャラクター達は、フェイスブック、ツイッター、インスタグラム、ラインと SNSの公式 

ページ上で様々な姿を見せてくれます。中でもラインスタンプにキャラクター達が登場し、 

可愛くつぶやく姿は絵本の世界に紛れ込んだようと好評です。インスタグラム上では、ユ 

ーザーが独自にキャラクター達の写真をアップし、ファン同士の交流が生まれています。 
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【今後の展望】 

子育て中のママを少しでも楽しい気持ちに、少しでもやさしい気持ちに。そんな想

いから始まったPOETIC。ラインスタンプを始めたのも、この仲間たちのつぶやきをマ

マ達に届けたかったからです。今後はそんな彼らのストーリーを絵本やアニメーショ

ンにしたり、世界中のママや子供たちに届けていく計画です。そして「目指せ日本の

ディズニー！」ということで地元川崎にポエティックランドを創ることができたらと

夢を描いています。 

 

【商品概要】 

発売から累計50万個を超える「母子手帳ケース」は現在10柄で展開中。グレーのスェッ

ト生地にアップリケと刺繍で丁寧にポエティックワールドを表現している人気のロングラ

ン商品です。 

サイズ：W23×H16×D3cm  

素材：スウェット 

価格：1,400円（税別） 

 

【会社概要】 

会 社 名：株式会社ニックナック 

代   表：代表取締役 國原 敬正（クニハラ ヒロマサ） 

所 在 地：神奈川県川崎市麻生区王禅寺西1-2-6 

 

ウェブサイト：https://www.poetic-poetic.com/ 

フェイスブック：https://www.facebook.com/mamasdoor/ 

ツイッター：https://twitter.com/knickknackjapan 

インスタグラム：https://www.instagram.com/knickknack.japan/ 

ライン：https://store.line.me/stickershop/author/112637/ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ラインスタンプ） 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫  2017年 9月 14日 

パリ仕込み、究極の地産地消住宅で地方創生！  

鎌倉住宅設計事務所『邸宅巣箱』始動！ 
神奈川県の森林資源や自然エネルギーを活かしたハイデザインな家づくり目指す 

 

この度、鎌倉住宅設計事務所（神奈川県鎌倉市御成町 11-37 代表：一級建築士 早坂 直

貴）は、神奈川の森林資源やその土地の土や水、又自然エネルギーを活かした究極の地産地

消を目指す住宅フランド『邸宅巣箱』を７月より展開しております。食分野での地産地消に

比べ、、住宅建材に関してはまだまだこれからの日本。フランスはパリで学んだ、住宅を通

しての地域との関わり方や地域材の活かし方等を鎌倉を中心に発信していきます。ぜひと

もご注目ください。 

 

【「家」づくりを地方創生に】 

地元の材木屋さんが仕入れた神奈川県木材を使って、地元の大工さんが作った家を地域に増

やしていく。そこには地元の林業従事者と材木屋、大工に需要が生まれ、消費者にとっては、メン

テナンスやリフォームが必要になったときに、すぐ駆けつけてくれる地元業者とのつながりが生まれ

る。災害時などにもこのつながりが生かされ、地域のネットワークが「家」を媒介に張り巡らされてい

く。また、建材の地産地消は、運送・流通に関わる地球環境への負荷を軽減し、山林の環境保全

にも役立つ。地域の資源を「家」に積極的に利活用することが、地方創生につながる。 

 

【邸宅巣箱ブランドとは】 

 昨今の自然派志向ブームにあやかり、「木材ををふんだんに使用した家」というテーマ

の住宅商品をちらほら見かける。しかしそのほとんどは、梁と柱を杉材で露出させ、床を

無垢フローリングにし、壁や天井にとりあえず木板を貼る。ただ木をたくさん使っただけ

の家になってしまっているのが現状だ。「邸宅巣箱」では木材をふんだんに使いながら、

従来の木の家のイメージを超えたハイデザインな家づくりを提案する。 

もちろん「邸宅巣箱」の地産地消の家づくりは、木材利用だけにとどまらない。敷地の土を建材と

してスタイリッシュに再利用したり、ソーラーパネルや蓄熱式暖房などの、その土地の自然エネルギ
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ーをデザインに上手く取り入れて利用するなど、地産地消とデザインを両立させた究極の家づくり

を目指す。 

 

【今後の展望】 

 主要内装材が100%神奈川県の材料、100%神奈川県の職人施工の家をつくる計画を進め

ています。そして後には構造材も100%神奈川県の材料とすることを目標とする。 

 地産地消の住宅ハイブランドとなることで、今まで「木材活用」「地産地消」などのワードに無関心

だった若年層の興味を引出し、「邸宅巣箱」ブランドが成長するほどに、人々の地産地消に対する

意識も助長されるというポジティブなスパイラルを生み出したいと考える。 

 

 

 

 

 

【会社概要】 

会 社 名： 鎌倉住宅設計事務所 邸宅巣箱 

代   表： 早坂直貴 

所 在 地： 神奈川県鎌倉市御成町11-37 

連 絡 先： 050-3554-1185 

 

 

 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2017 年 9 月 14 日 

大手シートメーカーの開発部門！横浜の服部板金工業 

新サービス！『金属加工・量産試作駆け込み寺』 

薄く、軽く、強く！量産部品の提案改善コンサル開始！ 

 

この度、服部板金工業有限会社（代表：服部滋 神奈川県横浜市金沢区幸浦２丁目１５－

７）は、開発メーカー向けに量産部品の軽量化や構造上の無駄を省くことで、量産時のコス

ト削減を提案する新サービス『金属加工・量産試作駆け込み寺』を 10月よりスタートさせ

る。究極の軽量化と剛性を両方満たさなければならない電気自動車などの試作部品開発で培

った技術とノウハウを他分野にも生かしていく取り組みとなる。 

 

 

【企画からトレーサビリティまでの生産一貫体制】 

 服部板金工業は、設計や部品加工に特化したものづくりサービスを提供するのではなく、取引

先の要望に応えるため、企画段階から打合せを重ね、設計、金型製作、そして実際の部品加工、

組み立て、最終的にトレーサビリティに至るまでを同社で一括管理する、一貫生産体制を確立し

てきた。同社で働く社員にも多能工を是とし、様々な部門を経験させている。 

 

【職人技の継承が可能にする『金属加工・量産試作駆け込み寺』】 

 今回開始する新サービス『金属加工・試作駆け込み寺』は、これまで長年にわたり蓄積してき

た職人技があるからこそ可能となる。我々は微妙な加減が必要な金属加工の職人技を高精度で

再現するプログラムを機械製作メーカーと共同開発、ベテランの職人の加工データを独自のプ

ログラムにより若手社員でも繊細な加工ができるようにした。 

 

【『金属加工・量産試作駆け込み寺』三つの特徴】 

・部品点数を減らす提案をすることにより、量産時に大幅なコストダウンを実現する。 

・部品の強度を損なうことなく、薄く軽量化することでコストダウンを実現する。 
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・新たな部品の材料を提案することで、顧客の要望を実現することができる。 

 

【今後の展開】 

 「日本のものづくり、開発技術はまだまだこんなもんじゃない」服部社長は強く言い切る。

服部板金はただの金属加工業者ではない。試作部品開発提案型コンサル業だ。今後、

IOT（モノのインターネット化）や AI（人工知能）が進化する中、金属加工の分野もそれに

対応することが必須となる。その時に、これまでにない素材、薄さ、強度、軽さにチャレン

ジできない企業は負け組となる。同社はこれまで培った職人の技術と経験を継承し、企画か

ら設計製作までの生産一貫体制を進化させながら、顧客のニーズへの対応、顧客への新たな

提案をスピーディーに実現していく。 

 

 

 

 

 

【会社概要】 

会 社 名：服部板金工業有限会社 

代表取締役：服部 滋 

所 在 地：神奈川県横浜市金沢区幸浦２丁目１５－７ 

連 絡 先：045(790)0017 

ウェブサイト： http://www.hattori-bk.co.jp 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2017 年 9 月 22 日 

横浜のエヌ・エイ・アイがベトナム人実習生受入れ企業に新サービス 

製造業向け安全教育ビデオ『ベトナム人実習生サポートムービー』 

言葉の壁を超える真のダイバーシティを育む 

 

この 9 月、多言語翻訳会社のエヌ・エイ・アイ株式会社（神奈川県横浜市：代表 伊藤秀司）は、

近年日本で大幅に増えている来日ベトナム人実習生を受け入れる企業向けに、安全教育ビデオと、日本

で生活するための教育ビデオ、『ベトナム人実習生サポートムービー』の販売をスタートさせました。実習生に

与えられた時間はわずか 3 年間と短く、日本での仕事に 1 日でも早く慣れてもらえればとの想いから生まれ

たサービスです。 

 

【サービスが生まれるきっかけ】 

 このビデオは、3 年ほど前、伊藤社長が所属する神奈川県中小企業家同友会の仲間である、ある製造業

の社長から、『外国人技能実習生を雇用したものの、意思疎通にその労力の大半を費やしてしまう』という愚

痴を聞いたところから開発がスタートしました。 

 

【具体的なビデオの内容について】 

 この『製造業向け安全教育ビデオ』、『日本で生活するための教育ビデオ』、そのどちらも 30 分ほどの長さで

す。安全教育ビデオでは、4S の重要性や、作業服の着方等、製造現場での一般常識を刷り込み、最低限

の常識を覚えてもらいます。一方生活ビデオでは、お風呂の入り方や電車の乗り方等、実習生向けだけでなく、

外国人旅行客向けにも転用できそうな内容も多く含まれます。 

 

【個別の OJT にも対応】 

 もちろん上記のビデオを見るだけで外国人実習生が皆、スムーズに仕事ができるようになるわけではありません。

川崎にある金属加工会社の工場長の話ですが、新しく来た外国人実習生を一人前にするのに、指導員が一

人付きっ切りで最短 5 ヶ月かかるとのことです。その最初の 5 ヶ月間は不良品の山だそうです。今回同時リリー

スされた「動画で OJT」サービスでは、外国語の動画で個別の機械の取り扱い方等をきめ細かく説明します。そ

の結果 OJT にかかる時間を大幅に短縮することが可能となります。 

 

 

22



 

【今後の展開】 

 まずは神奈川、東京、千葉、埼玉という、同社がサポート可能な範囲内での展開を目指します。当面は製

造業に特化、そしてベトナム語を中心に据えて展開していきます。同社が目指すのは、外国人労働者を雇用

せざるを得ない必然性があるが、どうしても言葉の壁で困ってしまう、そんな業種に向けて、『それこそを待ってい

ました』と感じてもらえるような温かみのあるサービスを、その時々のニーズに併せて構築し続けていき、徐々に介

護、農業、建築、サービス業と横展開することを目指します。 

 

【商品概要】 

1.製造業向け安全教育ビデオ（英語/ベトナム語各） 

三か月限定視聴 5,400 円（税込） 

 

2.日本で生活するための教育ビデオ（英語/ベトナム語各） 

一ヶ月限定視聴  3,240 円（税込） 

 

3.上記 4 本すべてが試聴できる二日間限定視聴 1,080 円（税込） 

 

4.全 4 本セット DVD 販売 

定価 54,000 円（税込） 

期間限定割引価格 32,400 円（税込）（2017 年 12 月末日まで） 

 

【会社概要】 

会 社 名：エヌ・エイ・アイ株式会社 

代表取締役：伊藤 秀司 

所 在 地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-21-1  

連 絡 先：045-594-6502  

H    P：https://bsp.nai.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

 

            ≪NEWS RELEASE≫  2017 年 10 月 5 日 

横浜のエヌ・エイ・アイが外国人技能実習生受入れ企業にダイバーシティ対応の新サービス 

働くベトナム人実習生のための通訳ビデオ 『動画で OJT』 
急増する実習生の労災事故を減らし有意義な体験を贈るため 

 

 

 

 

 

 

 
 

この 9 月、多言語翻訳会社のエヌ・エイ・アイ株式会社（神奈川県横浜市：代表 伊藤秀司）は、下

表のように大幅に増えている来日ベトナム人技能実習生を受け入れる企業向けに、『動画で OJT サービス』

をスタートさせました。このベトナム語字幕付 OJT 動画の導入により、一日でも早く技術を習得したいと考える

技能実習生と、一日でも早く技術を習得して欲しいと考える受入企業との間に高くそびえたつ言葉の壁を瞬

時に埋めることができます。その結果、外国人実習生のスピード順応と、就労開始後 1 年未満に約半数が集

中する労働災害の低減を可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サービスが生まれるきっかけ】 

 このサービスは、3 年ほど前、伊藤社長が所属する神奈川県中小企業家同友会の仲間である、ある製造

業の社長から、『外国人技能実習生を雇用したものの、意思疎通にその労力の大半を費やしてしまう』という

愚痴を聞いたところから構想がスタートしました。『普通の日本人の社員なら 1 週間で終わる OJT なのに、言

葉が通じないというだけで、指導員が一人付きっ切りになっても、最短 5 ヶ月かかる』というのです。それなら初め

から外国語で説明すればいい。そう思いついたのがきっかけです。 
 

【具体的なサービスの内容】 

 さてこの『動画で OJT サービス』では、機械のオペレーション手順ばかりでなく、現場ごと個別に潜む危険の認

知、機械のメンテナンスガイド、就業規則の徹底、経営理念の浸透等も視野に入れています。また伊藤社長

が一押しするのは、実習生の生活ぶりや仕事での成長ぶりを、定期的に経営者が責任を持ってベトナムの家

族に伝える、『経営者からのビデオレター』です。たとえ毎日、スカイプ等で話していても、遠い外国に我が子を

送り出した親御さんの心配は尽きることはありません。この経営者が自ら語るビデオレターがあれば、親御さんに

 

公益財団法人国際研修協力機構（JITCO）HP より 
 

厚生労働省 HP より 
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安心を届けられます。 

【商品種別について】 

 なるべく廉価に、なるべく便利に、これが伊藤社長の考え方です。伊藤社長も中小企業経営者。中小企業

の資金繰りが大変なのは熟知しています。そんな中、無駄なコストはかけず目的だけを追求する。これが一番

の押し。それゆえ最終的にはお客様がスマホ等で撮影をした動画を提供する自撮りコースの普及を目指します。

ただし、初回はなかなか要領がつつかめない点を配慮、撮影サポートコースも用意しています。 
 

【商品の価格について】 

 以下が商品の価格のイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【汎用商品】 

汎用商品として 『製造業向け安全教育ビデオ』、『日本で生活するための教育ビデオ』の提供も行っていま

す。安全教育ビデオでは、4S の重要性や、作業服の着方等、製造現場での一般常識を刷り込み、最低限

の常識を覚えてもらいます。一方生活ビデオでは、お風呂の入り方や電車の乗り方等、実習生向けだけでなく、

外国人旅行客向けにも転用できそうな内容も多く含まれます。 
 

【今後の展開】 

 まずは神奈川、東京、千葉、埼玉という、同社がサポート可能な範囲内での展開を目指します。当面は製

造業に特化、そしてベトナム語を中心に据えて展開していきます。同社が目指すのは、外国人労働者を雇用

せざるを得ない必然性はあるが、どうしても言葉の壁で困ってしまう、そんな業種に向けて、『それこそを待ってい

ました』と感じてもらえるような温かみのあるサービスを、その時々のニーズに併せて構築し続けていき、徐々に介

護、農業、建築、サービス業と横展開することを目指します。そして多様な業種で多様な人々が幸せに働ける

お手伝いをしてまいります。 
 

 

 

 

【会社概要】 

会 社 名：エヌ・エイ・アイ株式会社 

代表取締役：伊藤 秀司 

所 在 地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 2-21-1  

連 絡 先：045-594-6502  

H    P：https://bsp.nai.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

 

≪NEWS RELEASE≫ 2017 年 10 月 20 日 

子育て終えた女性のチャレンジ “ママ卒起業” ！ 

焼き立てパンをいつでも！『Aliceのパン工房 3-oven』オープン 

１００年ライフ時代を生きる、人生は２度おいしいを起業で実践！ 

 

この度、横浜市鶴見市場前に、焼き立てのパンを味わってもらいたいと『Alice のパ

ン工房 3-oven』（代表：山崎 恵莉）が１０月２５日（水）１０：００よりオープンす

る。３人姉妹で始める小さなお店。子育てを終えた山崎さんが新たな人生に向けて頑張

りたいと妹と姉を誘った。１００年ライフ時代に人生は２度おいしくなくてはとチャレ

ンジする“ママ卒起業”。みなさんぜひともご注目ください。 

 

【オープンまでの経緯】 

 ずっと勤め人でこれまでやってきた。子育てが終わり、これからの人生もう一度充実した

時間を過ごしたい。死ぬまで続けることのできる仕事をしたかった。そんな時出会ったのが

パン屋。おいしいパンを作り、地域の人たちに喜んでもらう。そのために起業に関する勉強

をし、パン作りの修行もスタート。国が小規模事業者の創業などを応援する事業、神奈川県

よろず支援拠点にも相談に行った。一歩一歩起業に向け地道なステップを踏んだ。 

 

【お店の特徴】 

お店のコンセプトは、『本当の焼きたてを地域のみなさんに！』となっている。それを実

現するため、小規模のオーブンを３つ用意し、お店を営業中、どれかのオーブンが焼きたて
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になるようスケッジュールを組んでいく。パンはなんといっても焼きたてが一番おいしい。

パン店での修行中、この想いはいつもかわらなかった。 

 

【今後の夢】 

山崎氏は、人生いつからだってスタートできる。いつでもチャレンジ。あきらめない。そ

んな風にみんなに思ってもらえればと語る。私でもお店を持つことができた。人生１００年

時代、第２の人生を豊かにしていくのは自分次第だ。今後は私のような“ママ卒起業”にチ

ャレンジするような方々を応援していきたいと夢は広がる。 

 

 

 

 

【店舗概要】 

店舗名：Alice のパン工房 3-oven  

所在地：横浜市鶴見区市場大和町 5-8 

代 表：山崎 恵莉 

連絡先：045-515-1396 

携 帯：090-9846-8480 

メール：alice.eririn.1201@gmail.com 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2017 年 10 月 23 日 

（株）ラテン大和がブラジル式腸詰生ソーセージを日本人向けに新開発 

綾瀬発！『かながわ綾瀬の粗挽き生ソーセージ』新発売！ 

～日本のバーベキューをブラジルソーセージで盛り上げよう～ 

 

この度、ブラジル食材を専門に製造販売する株式会社ラテン大和（神奈川県綾瀬市寺尾

台1-13-36 代表取締役会長 栗原 豊治）は、ブラジル式の腸詰生ソーセージ“リングイ

ッサ”を日本人の好みに合うようにアレンジし、飲食店や家庭向けに開発した『かながわ

綾瀬の粗挽き生ソーセージ』を９月２３日より直売所で、ECサイトでは１０月２０日より

販売をスタートさせました。塩分やスパイスを控えめにし着色料を使わないラインナップ

は全部で６種類。日本人にもリングイッサの魅力を伝えたいと、量販店、飲食店、個人宅

へと販路開拓を積極的に進めていきます。 

 

【商品開発の経緯】 

在日ブラジル人は 2007年、313,771名いたものが、リーマンショック後段階的に減り続け

2016 年には 180,923 名となっています。弊社はこれまで在日ブラジル人向けに商品を作っ

てきましたが、今後は日本人市場にも積極的にチャレンジしていきたいと、日本人向けに味

も調整、バリエーションも増やし、容量も従来の 1kgや 500グラムの物から試しやすい 200g

のサイズに変更し無着色で新商品を開発しました。 

 

【かながわ綾瀬の粗挽き生ソーセージ】 

今回新商品としてのラインナップは全部で 6種類。 

1、ソルト＆ペッパー（塩・胡椒味、トルネードタイプの豚肉生ソーセージ） 

2、パセリ＆ガーリック（ニンニク味、トルネードタイプの豚肉生ソーセージ） 

3、イタリアンハーブ（マジョラム味、トルネードタイプの豚肉生ソーセージ） 
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4、唐辛子ＨＯＴ（２種類の唐辛子、トルネードタイプの豚肉生ソーセージ） 

5、ほんのりピリ辛（唐辛子が少し、生ソーセージ） 

6、チキン＆ガーリック（鶏を使った珍しい生ソーセージ） 

              

【今後の展開「日本の食事を盛り上げる！」】 

ラテン大和は、ブラジル人の陽気で明るい、食事をみんなで楽しむフレンドリー精神が基

本となっています。ぐるぐるのトルネードの生ソーセージはきっと日本のみなさんのバー

ベキューや家庭の食卓でも人の気持ちを楽しくさせるでしょう。そんな企業で我々はいた

いと思っています。「日本の食事を盛り上げる！」これを全社員で徹底し、今後も新商品、

新イベントなど積極的に取り組んでいきます。 

 

【商品情報】 

■ 商品名： 『かながわ綾瀬の粗挽き生ソーセージ』 

■ 発売日：2017年 9月 23日 

■ 価格： 486円（税込）※店頭小売価格 

■ 容量：200ｇ  

 

【会社概要】 

会 社 名：株式会社ラテン大和 

代    表：栗原 豊治 

所 在 地：神奈川県綾瀬市寺尾台1-13-36 

電    話：0467-70-3537 

※２０１７年 アメリカ、ブラジル PRESS AWARD社より 

在日ブラジル領事館、総領事出席の下、日本・ブラジ

ル友好関係に貢献した事で表彰を受けた 

 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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≪NEWS RELEASE≫ 2017 年 10 月 25 日 

 全国の農家の野菜や果物をスイーツにより紹介する農家スイーツ専門店

Natural sweets Toitoi（横浜市瀬谷区瀬谷４丁目：代表 佐久間矩子
の り こ

氏)が、津

久井白いちじく農園（相模原市緑区三ケ木 455-5：代表 中村美智子氏）と連携

し、神奈川県津久井産の白いちじくを使ったスイーツ『津久井の中村さんの濃厚

白いちじくマフィン』を開発し、10 月 1 日より販売を開始しました。神奈川県

相模原市津久井の名産となる白いちじくの魅力発信に農家スイーツプランナー

と地元農家がタッグを組んでチャレンジです。是非ご注目ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【開発の経緯】 

 2 年前、農家スイーツプランナーの佐久間矩子氏は 5 年以上の農業経験から

「日本の農産物の美味しさを知ってもらいたい」と思い創業しました。北海道、

神奈川と農家さんとの出会いを広げて行く中で、1 年前に白いちじく農家の中村

美智子氏と出会いました。「農家の食材の美味しさを届けたい」「白いちじくを津

久井名産にしたい」という双方の想いが重なり、今回の新商品開発につながりま

した。特に、いちじくが女性に多いむくみに良いとされるカリウム、便秘に良い

食物繊維、豊富なミネラルを含むことに着目して、女性が食べやすいサイズに 

こだわり、女性の健康意識に応える商品開発を進めました。 

 

【商品の特徴】 

 全国でも珍しい国産白いちじくのフレッシュな味わいを活かしたマフィンで

す。使用している品種は通常の黒いちじくよりも上質で甘みが強く、食物繊維や

鉄分が豊富で、水分が少なく冷凍や加工にも適したバナーネです。 

商品開発をした農家スイーツプランナー佐久間矩子氏の話によると、「まるで

桃シロップのように濃厚で、甘みの強い白いちじくの良さを引き出したジャム

津久井白いちじく農園と農家スイーツプランナーが新商品開発 

まるで桃！？『濃厚白いちじくマフィン』10月より発売！ 

女性の健康志向の高まりに応えるスイーツ誕生 

『津久井の中村さんの濃厚白いちじくマフィン』 
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を使用したマフィンの美味しさを味わってもらえれば嬉しいです。」とのことで

す。 

 

【今後の展望】 

 今回の商品以外にも全国の農家さんとのコラボ商品を開発、今後も拡大予定

です。農家スイーツ専門店 Natural sweets Toitoi は 2017 年度横浜市が推進す

る「輝く女性起業家プロモーションウィークス」にも採択され、2018 年 2 月

16 日～18 日にモザイクモール港北へ出店します。農家スイーツプランナーが

スイーツを通して農家さんを応援する取り組み、今後ともご注目ください。 

※輝く女性起業家プロモーションウィークスとは、横浜市が大型商業施設と連携して、女性

起業家の女性起業家の活躍を PR することによる新たな起業促進を目的とした事業です。 

 

【商品概要】 

(単品・価格)「津久井の中村さんの濃厚白いちじくマフィン」：368円(税込) 

 

【店舗概要】 

商   号：農家スイーツ専門店 Natural sweets Toitoi 

代 表 者：代表 佐久間矩子氏 

設   立：2015年(平成 27年)12月 9日 

工房所在地：横浜市瀬谷区瀬谷 4丁目 

電   話：050-3697-1012 

事   業：国産素材使用,卵・牛製品・白砂糖不使用の焼き菓子の製造販売 

店   舗：通信販売（http://www.natural-toitoi.com/） 

      横浜北仲マルシェ出店（毎月第３土日）代官山朝市に出店 

 

 

【参考】 

商   号：津久井白いちじく農園 

代 表 者：代表 中村美智子氏 

本社所在地：相模原市緑区三ケ木 455-5 

電   話：042-4780-8332 

事   業：白いちじくの栽培・販売・観光農園 

運営・加工品販売  

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：松本典子（090-8049-2065） 

 

『津久井産 白いちじく』 

佐久間 矩子氏 

中村 美智子氏 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2017年 11月 17日 

川崎宮前区の薄暗い“街の酒屋”、美術品のように眠る日本酒たち 

日本中から集めた小規模酒蔵専門『青木萬吉商店』 

5段階の温度で管理され、提供される最高の味わい 

 

川崎宮前区に『青木萬吉商店』（神奈川県川崎市宮前区菅生 3-45-1 代表：青木智子）

はあります。200石～500石ぐらいの小規模な家族経営の酒蔵を中心に、日本中を足で

探した珍しい日本酒は、大手流通には乗らない隠れた名品ばかり。その目利きに惚れた

都心の料理屋さんなどが主な取引先となっている。各地の街の酒屋さんが苦戦する中、

独自の路線を貫くことで、地域に存在感を示している。今後は地域住民の人達にも、も

っと気軽に訪れて欲しいとブログをはじめとした SNS による情報発信を積極的に展開

している。 

 

 

【青木萬吉商店の特徴】 

・代表の青木智子氏は JSA認定シニアソムリエ、CPA認定チーズプロフェッショナル

の資格を持ち、顧客の好みや要望に合う日本酒のコーディネートが評判。 

・日本酒は小さい酒蔵をメインに常時 50種くらいの品ぞろえ。 

・店内の蛍光灯は、お酒に影響をあたえないよう、美術館使用のものを設置。 

・店内では、それぞれの日本酒にあった温度管理をするため、5段階の温度に分けられ

陳列されている。 

・店頭で青木氏のナビゲートのもと、いくつか試飲しながらじっくりお酒選びができる。 

 

【今後の展望】 

 「日本は日本酒の国なんです」青木氏は言う。日本にはメジャーではないが、いいお

酒を造っている小規模の酒蔵がたくさんある。日本の水のおいしさ、日本のコメのうま

さ。日本酒を通して日本の自然の恵みと食文化の奥深さを伝えていきたい。この酒屋は
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そういう場所だ。とにかく自分たちも日々日本酒を飲みながら楽しくやっている。2020

年には東京オリンピックがやってくる。「日本酒の文化を世界に発信するいいチャンス。」

青木氏は抱負を語る。 

 

 

【お店情報】 

店 名：青木萬吉商店 

所在地：神奈川県川崎市宮前区菅生 3-45-1 

電 話：044-977-1129 

代 表：青木 智子 

ブログ：http://aokimankichi.hama1.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2017年 11月 22日 

横浜から日本の介護現場を変えたい！介護現場にワークシェアリング導入を 

セミナー開催『障害者雇用で介護業界の人材不足を解消！』 

～障害者の長期雇用でみんなが働きやすい介護現場をつくる方法～ 

 

この度、国際ノーマライゼーション推進協会（神奈川県横浜市西区北幸 1-11-1 水信

ビル 7階 代表：田島 成美）は、障害者の長期雇用でみんなが働きやすい介護現場を

つくる方法として介護施設経営者向けに、『障害者雇用で介護業界の人材不足を解消！』

と題したセミナーを 12月 19日（火）14:00~15:45 に開催します。どうぞご注目くださ

い。 

 

 

【取り組みの背景】 

人口減少と産業構造の変化に伴い、人手不足が大きなネックとなっています。特に、

介護業界は業界全体として人手不足のため、採用は激化しています。1年未満で辞めて

いく介護職は 41.6%（平成 27年度介護労働実態調査より）と離職率も高く、雇用して

もすぐに辞めてしまうという状況が続いています。 

一方で、障害者の求職者数が年々増加傾向にあり、人手不足解消に障害者雇用が有効

だと言われています。しかし、企業の障害者に対する知識や理解の不足によって、障害

者にとって働きやすい職場になっておらず、長期継続雇用が難しいという問題が生じて

います。本セミナーでは、長年障害者の就労支援に携わってきた経験から身につけた長

期継続雇用のためのノウハウを介護施設経営者にお伝えします。 
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【代表プロフィール】 

東京理科大学卒業後、大手電機メーカーに入社。エンジニアとして配属されたが、大

学での専門知識が活かせず、苦悩の日々を過ごしました。同社退社後、求職者支援訓練

校の施設責任者として求職者と関わり、元気に楽しく働いていない人が多い現実に直面

しました。仕事で悩む人の問題解決をお手伝いするため、キャリアカウンセター資格を

取得し、神奈川県障害者就労相談センターにおいて障害者の就労支援に長年従事。 

現在は「障害がある人も障害がない人も共に元気に楽しく働く社会」を作るために活

動しています。 

 

【セミナーの詳細】 

日 時：2017年 12月 19日（火）14：00〜15：45 

会 場：横浜アントレサロン（神奈川県横浜市西区北幸 1-11-1 水信ビル７階） 

受講料：５,000円（税込） 

・障害者雇用の現状と今後の法改正 

・障害者雇用の効果とメリット 

・障害者雇用に取組む事業主への支援制度 

・実際に障害者を雇用している介護施設の成功事例紹介 

 

【取り組みへの想い】 

 「高齢者の喜ぶ顔が見たい。」と言う高い志を持って資格を取得する介護士が多いと

言われています。しかし、現実の職場ではとにかく忙しく、次から次へと仕事があり、

休む暇もない状態です。高齢者に話しかけられても、「ちょっと待っててね。」「後でま

た来るからね。」と言ってしまう現状があります。理想と現実の狭間で離職していく介

護士も少なくないでしょう。 

しかし、介護士の業務の中にはベッドメイク、浴室清掃、衣類整理・・・etc.資格が

なくてもできる業務があります。それらの業務を障害者に担当してもらうことで、介護

士の業務が軽減され、資格を必要とする直接介護に集中できる。という好事例がたくさ

んあります。 

「介護業界の人材不足を解消したい。」という想いからこのセミナーを開催します。 

 

【協会情報】 

協会名：国際ノーマライゼーション推進協会 横浜オフィス 

所在地：神奈川県横浜市西区北幸 1-11-1 水信ビル 7階 

電 話：080-4416-0115 

代 表：田島 成美 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2017 年 11 月 24 日 

ブラジル食材のラテン大和・新設「バーベキュー課」３人娘がプロデュース！ 

綾瀬発！『タフな男のバーベキューセット』新発売 

2018サッカーW杯、2019 ラグビーW杯、2020東京五輪に向けて！ 

 

この度、ブラジル食材を専門に製造販売する株式会社ラテン大和（神奈川県綾瀬市寺尾

台1-13-36 代表取締役会長 栗原 豊治）は、来年から始まるサッカー、ラグビー、東京

オリンピックとスポーツのビッグイベントに日本男子に活躍してもらうことを祈念して、

ボリューム満点の『タフな男のバーベキューセット』を12月4日より発売します。『日本

のバーベキューを盛り上げる！』を合言葉に当社に新設された「バーベキュー課」3人娘

プロデュース、初の新商品となります。 

 

【今回の取り組み】 

バーベキュー課が催事出店などで提供する 45 センチほどもあるメガジャンボフランクを

使った「メガホットドッグ」はインスタ映えも手伝って、あっという間に売り切れる人気商

品。家でも是非作って食べてみたいと催事中に多くの声を頂いたことがきっかけで、リング

イッサとメガジャンボフランク、フェイジョアーダ（豆煮込み料理）をセットに生まれたの

が今回の新商品『タフな男のバーベキューセット』となります。ブラジル人の体格、サッカ

ー等のスポーツの強さはこのバーベキューが元、日本のタフな男たちも負けるなー！とい
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うバーベキュー課 3人娘の想いがこもっています。 

 

【タフな男のバーベキューセット詳細】 

 腸詰生ソーセージのシュハスコ、メガ生ソーセージ 5 本パックのお肉類で 6.6 キロとい

う大容量。それにブラジル人のパワーの元、フェイジョアーダ（煮豆料理）とドブラジィ

ニャ（日本で言えばもつ鍋）もセットに含まれます。価格はお得感満載で 8,820 円（パワ

フル）と語呂合わせし、栄養バランスバッチリのセットが生まれました。 

【今後の展開「日本のバーベキューを盛り上げる！」】 

ラテン大和は、ブラジル食材の加工製造に特化した日本でも珍しい会社です。ぐるぐるの

トルネードの生ソーセージやメガジャンボフランクはきっと日本のみなさんのバーベキュ

ーや家庭の食卓でも人の気持ちを楽しくさせるでしょう。「日本のバーベキューを盛り上げ

る！」これを全社員で徹底し、今後も新商品、新イベントなど積極的に取り組んでいきます。 

 

【商品情報】 

■ 商品名： 『タフな男のバーベキューセット』 

■ 内容： シュハスコ/5kg×1Pack、 

MEGA45/1.6kg×1Pack、 

フェイジョアーダ/350g×1Pack、 

ドブラジィニャ/350g×1Pack 

計 4点、総重量約 7kg 

■ 発売日：2017年 12月 1日 

■ 価格： 8,820円（税込・送料込） 

■ 発送日：受注日より 10営業日以内に発送 

 

 

【会社概要】 

会 社 名：株式会社ラテン大和 

代    表：栗原 豊治 

所 在 地：神奈川県綾瀬市寺尾台1-13-36 

電    話：0467-70-3537 

※２０１７年 アメリカ、ブラジル PRESS AWARD社より 在日ブラジル領事館、総領事出席の下、日

本・ブラジル友好関係に貢献した事で表彰を受けた 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2017年 12月 4日 

家族も安心、ご自宅用にもう１本！１２月１２日（杖の日）に新登場！ 

コツコツ音から解放される消音杖『静御前（女性用）・源義杖（男性用）』 

～夜中のトイレ起きも安心、フローリングでもコツコツしない～ 

 

株式会社オムニクス（所在地：横浜市港南区野庭、代表者：飯田芳彦）は、2017 年

12月 12日の杖の日に、手首への衝撃、室内のフローリングで使ってもコツコツ音がし

ない消音杖、『静御前（女性用）・源義杖（男性用）』を新発売します。階下への騒音ト

ラブルも回避、夜中のトイレ時、廊下でコツコツ音を出しても大丈夫。隣人や家族との

コミュニケーションを大切にする商品です。是非ともご注目ください。 

 

【開発の背景】 

この杖は一人の女性のお悩みを解決する為に開発されました。４年前に社長のご友人

の奥様から「杖を突いていると、コツコツ音が煩く、手首にも響くんだけど、なんか良

い物ないかしら？」こんな会話の中から、生まれた商品が、杖先ゴム「ラクーン」です。

その杖先を杖ごとまるまる商品化したのが今回のラインナップです。病院内やご自宅の

フローリングでも音が響かず、安心、安全です。 

 

【ゴムとスプリングのハイブリット構造】 

業界初のゴムとスプリングのハイブリッド構造で、雨の日も滑りにくいゴムです。ま

た、衝撃緩和性、消音効果もあります。弊社の振動テストでは、一般のゴムと比較し、

25%の振動を軽減する結果となりました。院内やご自宅のフローリングでも音が響かず、
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面で密着します。消音杖ラクーンステッキはラクーンを装着した杖です。主に杖初心者

のアクティブシニアの方にご使用頂きたい杖です。 

※特許取得済（PAT.5656175 平成 26 年 12 月取得） 

 

【超高齢化社会に向けた我々の想い】 

 世界中で初めて超高齢化社会に挑む日本で、未来にどんな働きかけが一つの企業とし

て出来るのか。我々はチャレンジします。みんなが生き生きとシニアライフを満喫し、

日本の高齢者は元気だねと世界中の人に言われたら最高です。杖もファッショナブルに、

軽く、手にやさしく、周りの人達にもやさしい。そんな杖を開発しました。この杖を手

にどんどん外出して欲しい。室内でも気兼ねなくどんどん使って欲しい。そんな願いが

込められた商品です。 

 

【お店情報】 

店 名：株式会社オムニクス 

所在地：神奈川県横浜市港南区野庭町 332-4-101 

電 話：0120-062-846 

担 当：企画開発部 中濱健史 

URL：http://www.omnics.jp/racoon/index.html 

E-mail：nakahama@omnics.jp  

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2018 年 1 月 16 日 

  圧倒的短期施工！リフォームの三重苦。粉塵、騒音、荷物移動を解決！  

 赤ちゃんにも優しい 新フローリング工法 『 静
しずか

ちゃん』 

～2月 2日（金）より個人のお客様からの受付を開始～ 

 

この度、株式会社三光ホーム（代表：豊崎 道則 神奈川県相模原市南区上鶴間本町

９-４７上鶴間工場Ａ）は、新フローリング工法をスタートさせます。特許出願中の新

工法、是非ともご注目ください。 

 

【『静
しずか

ちゃん』 4つのメリット】 

・工事で発生する騒音がでないため、赤ちゃんも安心。 

・工事による粉塵が空気中に舞うことはなく、赤ちゃんも安心。 

・工期が最短 30分。お客様の生活に合わせたスケジュールでリフォームが可能。 

・工事で加工スペース確保が不要となり、お客様が荷物移動する負担が軽減。 

 

 

【開発秘話。早く、静かに、綺麗な空間で赤ちゃんの安心を目指す】 

 株式会社三光ホームは、プロ大工集団であるリ

フォーム工事専門業者として、2001年に開業し

て以来、いかにお客様目線での工事を行うかを重視

してきました。この工法を思いついたのは「ダニや

埃のアレルギーのある子どもたちのカーペット部屋

の 4部屋をフローリングに変えたい」という依頼が

来た時でした。朝 9時から 5時まで工事をするので

すが、工事を始めるたびに電動工具の騒音で驚き吠

える犬、その声に驚いて泣く赤ちゃんや粉塵に咳き

込む子どもたち。それが 5日間も続きました。その

状況に日に日に疲弊していくお母さんの姿を目の当

たりにして、一刻も早く工事を終わらせてあげたい一心で、工事終了後も毎日無我夢

中で考えました。従来の工法を一から見直し、自宅で何度も様々な工法を試しまし

た。友人や社員の家など様々な状況下でも検証を行い、1年の時を経て完成させたの

が、新フローリング工法『静
しずか

ちゃん』です。 

 

 

 

   今まで：現場加工で発生していた粉塵 
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【「計る」から「型取り」への転換で実現した、工場での事前加工】 

 通常は現場で寸法を「計る」のが建築現場の常識とされています。人の手で組み立て

られた家は住んでいる間にも湿度などあらゆる要因で木材は歪みが出るため、「計る」

だけでは現場を完全に計測できないため、現場での微調整が必ず必要でした。株式会社

三光ホームでは、寸分たがわず部屋の寸法を加工工場にて再現できる「型取り」を実現

（特許申請中）。その型どおりに大工の技で部材をミリ単位で加工していけば、施工現

場での加工を排除し、その部屋の歪みやクセまでも「型取り」することで新工法は今ま

で不可能と思われていた木材の工場での事前加工を可能としました。 

 

【大工の技術を社会で活かす】 

 「リフォームの現場は大工の加工技術を活かせばもっと改良できる」豊崎社長は強く

言い切ります。現在はフローリングに特化したサービスだけですが、将来的には壁や天

井にもこの技術を応用して現場加工を削減しながら、お客様目線に沿った“やさしいリ

フォーム工事現場”を社会に提供していきたいとの計画です。人口減少社会の中、今後

は新築よりも空き家になった家をいかにリフォームしていくかという需要が求められ

ます。大工の技術で人の暮らしをより良くするために頑張りたいと豊崎社長は抱負を語

ります。 

 

【会社概要】 

会 社 名 ：株式会社三光ホーム 

代表取締役 ：豊崎 道則 

所 在 地 ：神奈川県相模原市南区上鶴間本町 9-47 

             上鶴間工場 A 

連 絡 先 ：0120(350)846 

会社 HP     ： http://www.sanko0901.co.jp/company/ 

新サービス HP： http://sanko.anc.jp/ 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：松本 典子（090-8049-2065） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2018年 2月 15日 

大和市初！子供向け『大和プログラミングスクール』開校 

第４次（IoT、AI）産業革命を生き抜く力育てる場を！ 

2020年から小・中学校でのプログラミング必修化に備える 

 

この度、大和市に小・中学生を対象にした『大和プログラミングスクール』（代表：

吉村仁 神奈川県大和市大和東 2-3-10）が開校します。子供向けに特化したプログラ

ミングスクールは全国でも珍しく、大和市では初めての試みとなります。2020 年から

は小・中学校でプログラミング教育が必修となり、国も第 4 次（IOT、AI）産業革命時

代を生き抜きリードする人材を育てようと考えています。ぜひともご注目ください。 

 

 

【開校の背景】 

政府は第 26 回産業競争力会議（座長：安倍晋三）において「第四次産業革命時代を

生き抜きリードする人材を育てるために初等中等教育からプログラミング教育を必修

化する」と発表しました。 

政府がプログラミングを教育に導入する狙いは ATC21S（21 世紀型スキルの学びと評価プロ

ジェクト）の提唱する「21世紀型スキル」

を育むことです。 

子どもに習わせたい習い事アンケ

ートでも第 1位にプログラミングが入

るほど注目されていますが実際に習

う環境が整っていないのが現状です。 

私はこの問題を解決するため、そし

ていち早く未来の教育を届けるため

に開校を決意いたしました。 

   
（イー・ラーニング研究所調べ） 
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【スクールの特徴】 

 当スクールの目的はプログラマー育成ではなく政府の目的に沿って「21 世紀型スキ

ル」の内プログラミング学習で身に付く「思考力」、「創造力」、「課題解決力」等を育む

ことにあります。そのため子供が課題に直面した時は技術的な指導ではなく考え方のア

ドバイスをします。解決する「結果」よりも悩み考える「過程」を重視します。 

低年齢層向けのプログラミング学習ソフト Scratch（スクラッチ：米国 MIT 研究所が

開発、NHK 教育番組でも使用）で楽しみながら学習し、当スクール独自の試みとして

Scratch とロボットを連動させ実際に動かしながら学習します。またタミヤロボットス

クールのメカニックコースも併設しモノづくりの楽しさも伝えます。低学年向けにはカ

ードやボードゲームなどのおもちゃを使い遊びながら学習します。 

 

【無料体験授業に関して】 

2018 年 3 月の火曜日・木曜日（19:00～）、土曜日（13:00～） 

対象：小学 1 年生以上（保護者と参加が原則） 

 

【今後の展望】 

 プログラムには決まった正解がありません、同じ命令を実行するのにいくつもの方法

があります。大切なのは「完成後のイメージを想像してそこから逆説的に手段を探して

いく」という過程と考え方です。 

 プログラミング学習を通じて子供たちの考える力の基礎を作り、未来の日本をリード

する人材を育成・排出して活躍してくれることを夢見ています。そしていつかは平成の

松下村塾といわれるような新しい学びの場を目指します。 

 

【スクール・代表者プロフィール】 

名 称：大和プログラミングスクール 

所在地：神奈川県大和市大和東 1-3-13 小沢ビル 2階 

電 話：090-9130-8426 

代 表：吉村 仁（よしむら じん） 

H  P：http://yamato-ps.com 

＜経歴＞ 

1976年 12月 28日大和市で生まれる。市内の福田小学校、 

引地台中学校、大和南高校を卒業後、専修大学経営学部に 

入学。経営学を専攻しながら教職課程も履修し、同時期に 

大和市内でボランティア団体「たぬきのはっぱ」設立。子供会、 

自治会、老人ホームでのイベントに協力する。大学卒業後は、 

メーカー系子会社の IT部門に就職し 2016年春にプログラミ 

ングスクール開校を決意し退職。 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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報道機関の皆様へ 

神奈川産業振興センター 

『神奈川県よろず支援拠点』発信 

≪NEWS RELEASE≫ 2018年 3月 5日 

川崎から神奈川っ子の運動能力向上をお手伝い！ 

学校の先生向けジュニア必須の『体の動かし方教室』開催 

プロトレーナが教える目からウロコの世界標準トレーニング 

 

この度、整体院とパーソナルトレーナーを川崎市登戸で 11 年経営している有限会社

DSCS（川崎市多摩区登戸 1831番地１ キャロットメゾン 202号：代表取締役 根本 大）

は、川崎市の多摩区スポーツセンターで平成 28 年 3 月 25 日（日）に「小中学生の子供

に運動を指導されている先生方」を対象に世界標準のトレーニングを１日で覚えていた

だく『体の動かし方教室』を開催します。 

 

【小学生の全国運動能力調査神奈川県４７位】 

文部科学省が毎年行っている、全国体力・運動能力・運動習慣等調査で神奈川県の子供達

は、小学生・中学生と残念ながら、全国最下位に近い状態です。 

※神奈川県の全国体力・運動能力調査（平成 27年度）都道府県順位 

〇小学生〜 47件中 47位、中学生〜 47件中 46位 

隣の東京都は小学生 23 位と平均ですが、中学生 45 位と神奈川県とワーストを競い合っ

ている状態です。最近の研究では運動能力の神経系の発達が著しい 10歳前後がゴールデン

エイジと言われ最も大事な時期だということが、世界的な研究で明らかになっています。遊

ぶ場所が減っている都会の子供達に、運動能力の基礎となる“体の使い方”を先生方にも習

得頂き、子供たちの運動能力をサポートして欲しいと企画しました。 

 

【教室の内容】 

地元川崎市多摩区の施設にて神奈川県のスポーツ指導者・中高生の部活の先生方に「子供

達の体力レベルを飛躍させるコーディネーショントレーニング」をテーマに、有料セミナー

を開催致します。３月の時期に先生方にこのプログラムの概要をご紹介させて頂き、４月か
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らの新年度に地域スポーツで、選手育成や学生全体の体力向上に役立てて頂きたいと考え

ています。 

■3 月 25 日（日）川崎市多摩スポーツセンター 小体育室 20名限定。 

  参加資格スポーツ指導者 15 時 30〜18時 参加費 5000円 要予約お申込み  

神奈川県川崎市登戸 ねもと整体＆ストレッチスタジオ ☎044-922-9881  

 

【経歴と主な指導実績】 

体育大学を卒業後、大手警備会社に就職。警備会社時代から護身術の研修講師として活動。

脱サラ後には、整体院を経営しながら、ボクシングの世界チャンピオンを指導する上で最新

のトレーニングを学ぶ。アメリカのパーソナルトレーナー国際ライセンスを取得し、スピー

ドトレーニングのコーチとしても大学の運動部からのご依頼で全国優勝校も含む、試合前

の体の調整から、最先端のスピードトレーニングの指導まで行ってきました。 

 

元ボクシング世界チャンピオン清水智信選手、日本大学レスリング部、関東学院大学空手

部、 神奈川大学空手部、東京大学少林寺拳法部、競輪学校、青森空手連盟、ヒーマンアカ

デミー横浜校・東京校及び、リゾート＆スポーツ専門学校横浜及び東京などスポーツトレー

ナー養成学校などでも講師として活動実績があります。 

 

【会社概要】 

会 社 名：有限会社ディーエスシーエス   

代表取締役：根本 大（ネモト ダイ） 

所 在 地：川崎市多摩区登戸１８３１番地１ キャロットメゾン K's202号 

電   話：044-922-9881   

ホームページ：http://nemoto-seitai.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪リリースに関してのお問い合わせ先≫ 

神奈川産業振興センター「神奈川県よろず支援拠点」 

〒231-0015 神奈川県横浜市中区尾上町 5-80 

TEL045-633-5071  FAX045-633-5194 

担当：浦川 拓也（090-4558-0723） 
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横浜

神奈川県よろず支援拠点『疑問・質問ホットライン』TEL 045-633-5071

解決が困難な経営相談に応じます
⇨「総合的・先進的アドバイス」

事業者の課題に応じて、複数の支援機関・専門家が
チームを組んで支援します

⇒「チームの編成を通じた支援」

地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課
題に応じて的確な支援機関等を紹介します

⇒「ワンストップサービス」

コーディネーター
上段…【主な保有資格】
下段…◆得意分野

〒231-0015
横浜市中区尾上町5-80
神奈川中小企業センタービル4F

井上 真伯

【中小企業診断士、
認定事業再生士】

◆事業再生、金融
支援、ワンストップ
対応

森 智亮

【中小企業診断士、
ITコーディネータ】

◆IT活用による経
営・業務改善、補
助金申請、全業種
対応

元山 茂樹

◆コミュニケーション
戦略、ブランディン
グ、マーケティング、
コンセプト開発、クリ
エイティブワーク

松本 典子

【中小企業診断士、
事業承継マネージャー】

◆内部体制（人事制
度）等

【中小企業診断士、地域応援ナビゲーター】

◆事業計画策定、ワンストップ、６次産業、
農商工連携

山﨑 隆由 やまざき たかよし

桐澤 寛興
きりさわ ひろおき

【税理士・行政書士】

◆会計、財務、税務

佐藤 かおり
さとう

【特定社会保険労
務士、キャリアコンサ
ルタント】
◆労務相談、保険
手続、就業規則作
成等

高橋 玲子

【中小企業診断士、
1級カラーコーディネー
ター［商品色彩］】
◆マーケティング戦略策
定・実践支援、色彩活
用による店舗開発、ブ
ランディング

章 麗霞
しょう れいか

◆海外貿易関係

チーフコーディネーター

浦川 拓也

◆広報、メディア戦略

池田 耕介
いけだ こうすけ

【弁護士】

◆法律

狩倉 博之
かりくら ひろゆき

【弁護士】

◆法律

渡部 英明
わたべ ひであき

【弁護士】

◆法律

杉原 弘康
すぎはら ひろやす

【弁護士】

◆法律

藤村 典子

【中小企業診断士】

◆事業再生・ワンス
トップ対応

いのうえ しんぱく もり としあき ふじむら のりこ

うらかわ たくや もとやま しげき たかはし れいこ

まつもと のりこ

林 真木子

【中小企業診断士】

◆財務管理、事業計
画作り、創業支援対応

はやし まきこ

冨森 富士夫

【中小企業診断士】

◆生産性向上・品質
管理と共に、貿易業
務全般に精通

とみもり ふじお

野口 世津子

【中小企業経営者】

◆中小企業の販売促
進支援全般、Webサ
イト、FB活用にも精通

のぐち せつこ



横須賀

神奈川県よろず支援拠点
コーディネーター

〒243-0435
海老名市下今泉705-1
神奈川県立
産業技術総合研究所2F

TEL046-292-4188

〒238-0013
横須賀市平成町2-14-4
横須賀商工会議所2F

TEL046-821-1130

〒250-0014
小田原市城内1-21
小田原商工会館2F

TEL0465-23-0125

上段…【主な保有資格】
下段…◆得意分野

川崎
相談日（月・水・金）

〒212-0013
川崎市幸区堀川町66-20
川崎市産業振興会館6F

TEL044-533-0355

〒251-0052
藤沢市藤沢607-1
藤沢商工会館5F

拠点配置図

〒252-0239
相模原市中央区
中央3-12-1
相模原市立産業会館3Ｆ

かいぶき たけお

貝吹 岳郎

【中小企業診断士】

◆人事労務、再生
支援、補助金申請
フォロー

県央

小田原 藤沢
相談日（月・水・金）

相模原
相談日（月・水・金）

つぼた せいじ

坪田 誠治

【中小企業診断士、
事業承継士】

◆売上・売上力向上、
事業承継、事業計
画・新事業展開

きよみ てつろう

清見 哲郎

【中小企業診断士】

◆事業計画作成・
実行支援、製品開
発、IT活用による業
務改革

【中小企業診断士】

◆販売促進、創業
支援

ばんば よしくに

馬場 美州

かとう しげる

加藤 茂

【中小企業診断士】

◆ものづくり、商品開発

てんま まさとし

天満 正俊

【中小企業診断士】

◆経理・営業管理等、
マーケティング戦略

せと まさと

瀬戸 正人

【中小企業診断士】

◆中小企業支援施
策・制度に精通、共
済制度活用支援

【中小企業診断士】

◆知財関連、補助
金申請フォロー

たかく ゆうじ

高久 裕司

【中小企業診断士】

◆ブランディング、商品
開発、国際ビジネス

かねさき つとむ

金﨑 努

【中小企業診断士】

◆経営の革新、もの
づくり支援、販路開
拓、アライアンス構築

高橋 玲子

【中小企業診断士、
1級カラーコーディネー
ター［商品色彩］】
◆マーケティング戦略策
定・実践支援、色彩活
用による店舗開発、ブ
ランディング

たかはし れいこ

松本 典子

【中小企業診断士、
事業承継マネージャー】

◆内部体制（人事制
度）等

まつもと のりこ
月曜日

しまや けんたろう

島谷 健太郎

第1,第3月曜日



神奈川県よろず支援拠点

公益財団法人 神奈川産業振興センター

〒231-0015 横浜市中区尾上町５－８０
神奈川中小企業センタービル４階

ＴＥＬ：０４５－６３３－５０７１
ＦＡＸ：０４５－６３３－５１９４

サテライト配置図
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